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先の見えない時代だからこそ必要？！

何故、優良企業は
「企業神社」を祀っているのか？
ワクチン接種が進み、世の中に少し明るい希望が見えつつある。ただ油断は
禁物だ。今回のコロナウィルスは極めて変異速度が速く、世界各地で変異株が
続々と生まれているからだ。
基本はマスクと消毒、手洗いの徹底に尽きる。とは言え、こうした社会不安
が続くと神頼みにすがりたくなるもの。昨年は疫病が流行ると現れるとされる
アマビエの絵が日本全国で散見された。
日本人は信仰心の薄い民族だと言われているが、どこかで “ 神頼み ” をしてい
るのだ。日常的には具体的な形や仕草となって出にくくなっているだけで、自然
界の見えない摂理や人智を超えた大いなるものに畏敬の念を抱くことは時代が
経っても変わりないようだ。

信仰の対象では、神社とお寺が

社の赤い鳥居が目に入ってくるこ

代表的だが、数では神社が圧倒的

ともある。こうした神社は企業神

たとえば世界で活躍する食品会

だ。日本の神社は全国に８万以上

社と呼ばれ、多くの企業に存在し

社、マルちゃんで知られる東洋水

あるとされ、その正確な数字は不

ている。

産も商売繁盛を祈念し、
1961 年（昭

明だ。

建立したり祀ることが多い。

和 36 年）に幸稲荷神社（さいわい

神社は個々の日本人や一族だけ

いなりじんじゃ）を分霊し祀って

でなく、会 社とも関わりが 深い。

いる。その経緯がユニークだ。マ

“たぬき”そばで
ヒットしたから
事業所の一角に神棚を祀っている 「稲荷神社」
を祀った
企業も日本全国には少なくない。
東洋水産

なかには自社で神社を祀っている

ルちゃんと言えばカップ麺の「赤
いきつね」と「緑のたぬき」で知
られているが、マルちゃんを世に

ところもある。大都市に林立する

企業神社は商売の繁盛や隆盛を

知らしめたのがたぬきそばだった

ビルの屋上をふと見上げると、神

祈念したり、無事故安全を願って

ことから、タヌキもキツネも同類
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だということで、キツネを祀る稲

目当主の茂木七郎右衛門が、創業

荷神社としたとのこと。そのかい

家である茂木家、高梨家の繁栄と

あってか、４度も遷宮するほど、

野田市民の繁栄を願い、四国の金

社業は発展している。幸稲荷神社

毘羅宮に参詣し、腕の肉を裂いて

は国内支店や工場のみならず、海

香を詰め、
火を点じるという「香火」

外工場にも分祀され、祀られてい

という荒行を行なって奉じ、分祀

る。毎年２月と８月にお祭りが執

したと言われている。毎年 11月９

り行われ、当日のお昼は全員がお
いなりさんを食べるとのことだ。

トマトソースのカゴメは
稲荷神社を祀る
東洋水産のように商売繁盛の祈
願の対象となる稲荷神社を奉る企
業は多く、化粧品のポーラも自前
の神社、
「ポーラ稲荷」を持ってい
る。同じく化粧品・サニタリー商
品メーカーの花王も「稲荷神社」
を祀っている。
トマトソースで知られるカゴメ
も稲荷神社を祀っている１社だ。
カゴメの創始者である蟹江一太
郎は、明治時代の兵隊だったが、
除隊時に上官から、今ではどこの
食卓にもあるキャベツやレタス、
トマトなどの西洋野菜の話を聞き、
この栽培と販売で事業を起こそう
と考えたのだった。
蟹江は早速輸入種子を購入し、
栽培すると翌年、見事芽が出た。
これが日本にキャベツやレタスな
どの西洋野菜が普及し始めた最初
と言われている。
このキャベツやレタスは、高値
で売れたものの、トマトはその独
特の匂いから売れなかった。蟹江
はトマトの栽培を止めようと思っ
たが、その時に「欧米ではトマト
を加工して食べている」という話
を聞く。それがトマトソースだっ
た。蟹江はその後改良を加え、日
本人に合うトマトソースを開発、
時代の西洋化に伴い徐々に普及し

日と10日に社長が祭主となってお

ていった。
そして1914 年（大正３年）
、愛
知トマトソース製造合資会社を設
立。その時の製品にカゴメ印を使っ
たことからソースと言えばカゴメ
という認知が広がっていった。
戦後カゴメは勝負に出る。関東
に大型工場を２つ設立したのだ。
1962 年（昭和 37 年）に７万トン
のトマトを処理できる茨城工場を
茨城県美野里町に稼働させる。こ
こに勧請したのが京都の伏見稲荷
の分霊。以後トマトと言えばカゴ
メの名前が定着し、安定して成長
していった。
今カゴメは社員満足度の高い企
業として知られ、経産省と日本健
康会議が認定する「健康経営優良
法人〜ホワイト500 〜」に３年連
続に選ばれている。こうした満足
度の高い経営の陰に伏見稲荷のご
利益があるのかもしれない。

寺社本庁の傘下にある
キッコーマンの企業神社
企業が企業神社を祀る場合は、
商売繁盛を祈念して祀ることが多
い。歴史ある企業では、地域の守
護神として市民からも親しまれ、
地域文化に溶け込んでいる企業神
社もある。
世界中に Soy Source（醤油）を
広げた老舗企業のキッコーマンは、
1789 年（寛政元年）
、本社（千葉
県野田市）に琴平神社（ことひら
じんじゃ）を建立している。２代
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祭りが催され、境内では併せて菊
まつり、盆栽祭りなども行われ、
市民の楽しみの一つとなっている。
このほか毎月の月参りも行われて
いる。歴史ある企 業神社らしく、
現在同社は神社本庁の傘下となっ
ており、12 年に一度、式年大祭が
盛大に催されている。
社史によればその開催理由は、
「平素勤勉を重んじて家業に精励し
ていれば、13 年目には相当な余裕
ができるので、その時に報恩感謝
と大衆娯楽の意を込めて大祭を執
行すべしとの申し伝え」からだそ
うで、大祭では野田本社だけでな
く、支社でも同様の祭典を行なっ
ている。

ご利益が約束された地で
繁盛する伊勢丹
ハイファッションのデパートと
して東京・新宿の顔となっている
伊勢丹デパートも神社と縁が深い

ようだ。現在の伊勢丹がある場所

めにはお金を貯めなければいけな

に 移 転 し、

はもともと花園神社（はなぞのじ

いと福原氏が考えたのが理由。優

その際商売

んじゃ）があった場所。江戸時代

美なイメージの資生堂だが、経営

繁盛と縁結

の寛永年代（1624 〜 44）に旗本

は結構ゴリゴリと進めていたよう

びの恵比寿

の朝倉筑後守（あさくらちくごの

だ。

様を合祀し

かみ）がその周辺に屋敷を拝領し

祭 日 が 創 立 記 念 日と 大 銀 座 祭

て恵比寿神

たため、神社の敷地が朝倉氏の敷

の２回あり、祭典には赤坂の日枝

社と名称を

地内にぐるりと囲われる形となっ

神社の神職が出向いて祭典を執り

変更した。

た。そこで神社側が幕府に訴えた

行っている。ふだんは非公開だが、

ところ、尾張藩の敷地の一部を拝

銀座八丁神社めぐりの時には一般

恵比寿ガーデンプレイスでは、ビー

領してよいこととなった。その場

人でも参拝可能だ。

ル製造の歴史を歩むコースが用意

所はたくさんの花が咲き乱れてい
たことから、花園稲荷神社と呼ば
れるようになり、現在の社名とつ
ながったと言われている。
商売繁盛の神社跡地に建ったデ

ちなみに

されており、最後にできたてのエ

縁起のいい名前の
エビスビールの企業神社は
「恵比寿様」

ビスビールの飲み比べができる。
一角に記念品販売コーナーがあり、
エビスビールのお守りが販売され
ている。

パートゆえ、繁盛が約束されたよ

縁起の良さでは抜群の恵比寿

一方エビスビールの製造会社と

うなもの。今日の伊勢丹の興隆が

様の名をいだくエビスビール。山

なっているサッポロビール。星の

頷ける。

手線の恵比寿駅は、ここにあった

マークで知られているが、これは

エビスビールの工場からビールを

北海道の道章である星のマークか

運び出す引き込み線の停車場が格

らとってきたもので、開拓者精神

上げされたもの。このため恵比寿

を表している。本社は恵比寿ガー

駅に降り立つと耳馴染んだエビス

デンプレイスにあるが、そこはや

世界の化粧品ブランド
資生堂には
「成功稲荷」
がある
おしゃれでハイセンスな企業と

ビールのテーマソングが流れ出す。
駅につながる恵比寿ガーデンプ

はりサッポロという地名がつくだ
けあって、守り神は北海道にある。

言えば、化粧品会社も想起される。

レイスには名前にちなんだ恵比寿

国土開発の神々である大国主命（お

たとえば資生堂。日本のみならず

様を祀った恵比寿神社がある。こ

おくにぬしのみこと）
、
大己貴命（お

世界でも知られた化粧品メーカー

れはエビスビールの製造メーカー

おなむちのみこと）
、少彦名命（す

だ。

であるサッポロビールの前身の大

くなひこのみこと）を祀った北海

資生堂も企業神社とともに歩ん

日本麦酒醸造会社が、兵庫県の西

道神宮から分祀し、現在の北海道

できた。東京銀座にある本社の屋

宮市にあるえびす宮総本社である

工場（恵庭市）と創業の地である

上には「成功稲荷（せいこういな

西宮神社から事代主命（こよしろ

札幌市東区にあるサッポロファク

り）
」が祀られている。それだけで

ぬし）を勧請して工場内に創建し

トリー、サッポロビール園内の３

はなく出雲大社（いずもたいしゃ）
、

た企業神社。以前は社員だけが参

箇所に札幌神社として建立されて

鬼子母神（きしぼじん）
、水神（す

拝できたが、恵比寿ガーデンプレ

いる。毎年９月にはお祭りが催さ

いじん）
、宗像神社（むなかたじん

イスのオープンに伴い、一般公開

れている。

じゃ）も祀られている。同社の初

されるようになった。

代社長である福原信三（ふくはら

実は恵比寿界隈にはもう一つ恵

しんぞう）が、豊川稲荷（とよか

比寿神社がある。日比谷線恵比寿

わいなり）から成功稲荷を受けて

駅の北側、徒歩５分ほどにある恵

一方サッポロビールのライバル

きたのが最初で、その後宗像神社

比寿神社である。もともとは天津

のアサヒビール。実は同じ大日本

である「満金龍神」が合祀されて

神社と称していて、家内安全、無

麦酒から分かれている。そのアサ

いる。成功稲荷の後に宗像神社を

病息災、五穀豊穣の神を祀ってい

ヒビールにもちゃんと企業神社が

合祀したのは、会社が成功するた

たが、戦後区画整理事業で現在地

ある。アサヒビールの企業神社は
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アサヒだから
「旭神社」？

伊勢神宮の大神、伏見稲荷大社の

本社拡張移転のために、
1981 年（昭

めるのが人間なのだろう。そういっ

大神、松尾大社の大神を祀った「旭

和 58 年）に八坂神社に竹千代大神

た場にも神職の姿があったりする。

神社」
。アサヒビールだから「旭」

と竹筍大神を遷神（せんしん）さ

たとえばロケットの打ち上げ場所

と勝手に納得してはいけない。旭

せている。

として知られる種子島の発射台で

神社は前身の大日本麦酒時代から

同社では毎月１日には安全祈願、

は毎回安全祈願祭が執り行われて

祀られていて、大阪府の吹田市に

毎年１月の第１土曜日は、新年の

あるアサヒビールの吹田工場のほ

祈願、毎年４月の第１土曜日には

か西宮工場にもあった。西宮工場

従業員参加の例大祭が執り行われ、

に日航香取神社（にっこうかとり

は、2012 年に閉鎖されて旭神社の

過去には毎年新しい鳥居が奉納さ

じんじゃ）を祀っている。毎年 10

社殿だけが残っていたが、その後、

れる時代もあったようだ。

月には、日本航空幹部のほか、国

東日本大震災の大津波で流された
沿岸の神社の１つ、福島県いわき
市の「星廼宮神社（ほしのみやじ
んじゃ）
」の跡地に寄贈移築されて

いる。
日本航空では成田の整備工場前

土交通省関係者や成田国際空港関

ダム湖のなかにできた島に
神を祀る北陸電力

係者など列席のもと、安全を祈願
する「安全祈願例大祭」を斎行し
ている。日航香取神社は、交通安

いる。企業神社のなかにはこうし

日本の電力会社は当初水力発電

全と災難除けの神である「経津主

た形でまた新たな歴史を刻む神社

に需要を頼っていたこともあり、

神（ふつぬしのかみ）
」を祀ってお

もあるのだ。

山奥でダム工事をすることが必至

り、その総本社は千葉県香取市に

だった。大型のダムになると複数

ある、紀元前まで遡る歴史がある

の水系から水を引くことになるた

とされる香取神宮である。

大鳥居を持つ
寺社仏閣建築発祥の
竹中工務店

め、 電 力 会 社 は１つ の 発 電 の た

神と航空会社の関係はことのほ

めにいくつもの神社を祀っている

か深く、こうした定例の安全祈願

ケースもある。

はもとより、最新鋭ジェット機を

建設会社や電力会社、運輸会社

北陸電力では、有数の人工湖で

導入する際には神職を呼び寄せ、

などは、商売繁盛よりは安全祈願

ある有峰湖の真ん中にできた宝来

機体を祓い清めて安全を祈願して

を目的として建立する場合が多い。

島に、守護神として有峰湖神社（ゆ

いるようで、航空会社のなかには

400 年以上もの歴史を持つ大手総

うほうこじんじゃ）を1962 年（昭

コックピットの後ろに御札を貼っ

合建設業の竹中工務店もそうだ。

和 37 年）に創祀している。御祭神

ているところもあるそうだ。

同社は太平洋戦争のさなかの1939

は富山県立山の雄山神社（おやま

年（昭和 14 年）に、永久の繁栄を

じんじゃ）
、
愛媛県の大山祇神社（お

願い、伏見稲荷から工匠の神とし

おやまづみじんじゃ）
、奈良県吉野

て竹千代大神（たけちよおおかみ）

の丹生川上神社（にうかわかみじ

を勧請して、大阪市内工場敷地に

んじゃ）
、京都府天橋立（あまのは

大きな社殿を造営した。もともと

じだて）の籠神社（このじんじゃ）

寺社仏閣建築で業容を拡大してき

など複数勧請して分祀している。

た同社にとっては、この時期の企

いずれも山や川に関わる神様で、

業神社の造営は大きな意義をもっ

地形を大きく変えてしまうダム工

ていたようだ。

事に細心の配慮をしたものだ。

1959 年（昭和 34 年）には同社
の協力会社による稲荷奉賛会が発
足し、同地に吉光大神（よしみつ
おおかみ）
、金藤大神（かねふじお
おかみ）を合祀して新たに竹筍大

ハイテクの現場でも
神社は必要
近代科学の粋を集めた現場と神

パナソニックには
専門の社内祭祀担当がいる

神（ちくしゅんおおかみ）を竹千

社というのはどこか乖離感を感じ

数ある企業神社のなかでも信仰

代大神の脇に祀っている。その後

るが、ハイテクだからこそ神を求

心の “ 篤い ” 企業と呼べるのがパナ
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ソニックかもしれない。同社には、

い世界で末永く生きていくために

めには、こうした神様の見えない

なんと正社員の祭祀担当者がいる。

は、一種のリスクヘッジとして考

力を必要としたのかもしれない。

その業務はパナソニック企業神社

えられていたのではないだろうか。

を管理することである。

小売や卸売りなどでは商売繁盛を

者は、ある取材でこんな言葉を残

祈願し、建設や土木業、運輸など

している。

創業者の松下幸之助の家神である

の危険と隣合わせの業界では安全

「こうした神事は直接、会社の利

白龍大明神を祀った祠があり、社

祈願といった神を勧請するケース

益には繋がりません。会社にとっ

員 で ある 祭 祀 担 当 者 が 毎 日 袈 裟

が多いのはその証左と言える。ま

て利益をあげることは当然重要で

姿でお香を焚く。同じ社は全国約

た業容が大きくなるにつれて、稲

すが、そればかりに目を向けてい

100 の事業所にも分祀されており、

荷さまや八幡さまなど複数の神を

たら大事なことが見えなくなるこ

すべての社で幹部社員列席のもと

合祀することも１つのパターンと

ともあります」

月例祭を営んでいる。

してみられるようだ。

大阪府門真市にある本社には、

パナソニックの祭祀担当者は、

前述のパナソニックの祭祀担当

なんとも深い言葉だ。

国学者や社会学者のなかには、

現在５代目で、祭祀担当者の打診

日本企業は地域との関わり「地縁」

を受けてから、真言宗醍醐派の総

を大切にしてきた文化があり、そ

本山で１年間修行を修めている。

れが会社という組織のなかで「社

せっかくなので、神社参拝にお

宿坊に泊まって修業の一部を体験

縁」という形式に置き換わり、その

ける正しい作法について確認して

するというものではなく、新聞や

象徴として企業神社が増えていっ

おきたい。

テレビを観ることもできず、携帯

たと説明する人もいる。

神社の正しい参拝の仕方は？

まず参拝の時間。どの時間でも

電話もつながらず、家族との交信

また組織が大きくなっていくと

いいわけではない。午前中にお参

もできない状況で修行する本格的

そのコミュニケーションをとるこ

りを済ませる。できれば空気の澄

なもの。

とが難しくなっていくが、そのコ

んでいる朝がいい。避けたいのは

ミュニケーション活性化、意識共

夕方以降。
「逢魔が時」と言われ、

松下幸之助という経営の “ 神様 ”
がつくった会社だから、こうした

有のエンジンとしての役割を担っ

邪気や魔物が出る時間とされてい

祭祀に篤いのでは決してなく、と

ていたのではという声もある。

るため、この時間にお参りすると
逆に良くないことが起こりえる。

かく理と利に走りがちな経営を諌

いまでこそ起業というと、最初

め、会社、組織運営の難しさ奥深

からミッションやビジョンなど高

神社には鳥居があり、参拝時に

さを共有する機会となっているこ

らかに掲げ、提供価値や存在目標

は必ずここをくぐる。くぐる時に

とは確かなようだ。

を共有できるようになった。共有

は、一礼をする。帽子を被ってい

したミッションを軸としたコミュ

る場合は取り、イヤホンやサング

ニケーション理論や手法も開発さ

ラスも外す。神様の前ではなるべ

れている。しかしながら言葉によ

く穢れない格好で臨む。

同じ会社に集った
「社縁」
を
大切にしてきた日本企業
なぜ日本企業に企業神社がある
のかについては、諸説ある。
ただ事業経営という先の読めな

るコミュニケーションが苦手な日

鳥居をくぐると参道が伸びてい

本企業においては、見えない価値

るが、参道を歩く時は真ん中を歩

や社員全体で共有したい思いなど

いては行けない。中央は神様の通

を共有し、行動に落としていくた

り道なので、歩く時は右か左かに
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①鈴がある場合は鈴を３度鳴

寄って歩く。
境内では飲食は禁止。
途中に手水舎があるので、ここ
で体を清める。大概、大きな神社
の手水舎には順序書きがあるが、
念のために記しておこう。
①柄杓を右手で取り、水を汲

む。②左手に水をかけ、③持

ち替えて右手に水をかける。
④再び右手に持ち替えて左手

に水を注ぎ、⑤その水を口に
含み、すすぐ。⑥最後に柄杓

を立てて残った水で柄を洗い
流す。

この手順は基本的にお寺でも同
じ。

らす。②次にお賽銭を入れる。
③拝殿の正面を向き、姿勢を

正す。④深く二礼。⑤胸の高

さで両手を合わせて⑥両手を

肩幅に広げ、柏手を二度打つ。
⑦合掌して祈願し、⑧手を下

ろして深く一礼する。⑨右回

りで拝殿から下がる。

福を祈念するからだ。自分だけが
儲かればいい、自分だけがいい思
いをすればいいという個人の願望
は叶えてもらえない。安産祈願は
個人の願望のようだが、生まれて
くる子供の無事と将来を祈るもの
だ。
従って具体的な数字を出して「売
り上げ 10 億円達成」を祈念しても
かまわない。それによって会社の

神様は個人の願いは
一切聞いてくれない

従業員、家族が幸福になるのであ
れば、それは神様の意思に沿って
いる。もちろんただ祈るだけでは

正しい作法はもちろんだが、神

いけない。それだけの努力をして

社の神様に向かって祈願する際に

いないとご利益は生まれない。時

最も重要なことは、そのお願いの

には祈願が叶わないこともある。

仕方だ。実はお願いの仕方を誤解

そんな時でもくさらずに、きちん

している人がかなり多い。

と結果報告を行うべきだと言われ

神社には複数の鳥居があるとこ

神様は個人の「願い」は一切聞

ろが多いようだ。複数の鳥居があ

いてくれない。それは仏様も同じ。

どんな思いを募らせ、どう努力し

神様や仏様には「願う」のでは

て、どんな結果となったかをきち

三の鳥居と順を追ってくぐる。順

なく、
「祈る」のだ。祈りとはもと

んと報告すること。
「ホウ・レン・

番を間違えると邪気を呼ぶことに

もと「いのちののりごと」
、すなわ

ソウ」を怠らないことが神様との

なり、御利益が薄れる。ただ帰る

ち「生命の宣言」
、これが転じて祈

付き合いの原則なのだ。■

際には、脇の鳥居から出ても構わ

りとなったとされている。生命の

ない。

宣言なら叶うのだ。多くの人が神

る場合は一の鳥居から二の鳥居、

様に祈るのは家内安全、商売繁盛

拝殿前に鈴がある場合は
3度鳴らしてから
拝殿の前では次の手順に参拝す
る。

といった思いだ。これなら神様は
叶えてやろうという気になるとい
う。商売繁盛や家内安全は個人の
ことではなく、会社の従業員、家
族など自分以外の関係者全体の幸

ている。 そう、人間関係と同じで、

参考
●『神頼み入門』飯倉晴武［角川 one テー
マ 21］●『日本の神様がよくわかる本』戸部
民夫［PHP 文庫］●『知っておきたい日本
の神様』武光誠［角川ソフィア文庫］●『企
業の神社』神社新報社編［神社新報ブック
ス］
【参考 WEB サイト】●「AERA ドット」
サイト ●「國學院大学」公式サイト ●「ト
ラベル Watch」サイト ほか

■ 発展する企業は企業神社を祀っている

POINT

■ 企業神社が発展すると地域社会の神社として発展し、社会に貢献できる
■ 会社という組織で縁を持つ「社縁」を大切にする、その象徴としての企業神社
■ 参拝の際は「願う」のではなく「祈る」
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カーボンオフセットの救世主になるか！？

海洋国ニッポンにはブルーカーボンがある！

世界は2050 年までカーボンニュートラルを

は所信表明演説で2050年までのカーボンニュートラルを

宣言した！

宣言した。2050年までのカーボンニュートラル宣言を行っ
た国は、日本を含め世界121カ国とEU諸国にのぼる。

世界各地で社会のカーボンニュートラル化に向けた動き

ただ菅総理の宣言は具体的なプロセスも示されない中で

が加速している。EUは2030年までにCO2をはじめとす

のことであったことから、経済界からは実現を怪しむ声も

る温室効果ガス（Green House Gas=GHG）の排出量を

上がっており、その達成のハードルはかなり高いと言える。

対2013年 比 で55 ％ 削 減 し、2050

そんな中、注目を集めつつあるのが

年までに排出と吸収をプラスマイ

「ブルーカーボン」である。

ナスゼロにするカーボンニュートラ
ルを達成することを宣言している。

炭素蓄積・吸収量が熱帯林の

EUを離脱した英国も、対13年比で

25倍の海藻場、

55.2％相当の削減、さらに50年ま

40倍のマングローブ林

で対1990年比で100％削減を目標
に掲げた。トランプ政権でパリ協定

ブルーカーボンとは、大気中の二

を離脱していた米国はバイデン政権

酸化炭素（CO2）が海のなかに生息

で復帰。50年まで温室効果ガスの排

する海藻や海草、マングローブ林、

出総量のゼロを表明している。

湿地・干潟などが光合成を通じてそ

世界排出総量の28.4％を占める

の生物、あるいは海底に吸収、貯蔵

（2018年）最大GHG排出国、中国

された炭素をいう。陸上のカーボン

は2030年に排出量を減少に転じさ

吸収源が緑色の植物であることから

せ2060年までにカーボンニュート

「グリーンカーボン」と呼ばれるの

ラルの実現を表明している。
こうした流れを受け、菅義偉政権

に対して、海に生息する海草・藻類
国交省のブルーカーボン案内パンフ
（国交省HPより）
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が吸収することから、海の色である

ブルーに因み「ブルーカーボン」と呼ばれ
る。
グリーンカーボンにブルーカーボンが加
算されることになれば、地球全体のカーボ
ン削減は一気に加速しそうだ。
ブルーカーボンが世に発表されたのは、
2009年の国連環境報告書（UNEP）にお
いてだから、名称ができてまだ10年そこそ
こ。まさにニューカマーだが、研究機関や
研究者も続々と現れ、その実体が次第に明
らかになっている。
肝心のポテンシャルだが、カーボンの吸
収源となる海中の海草・藻類が生息してい
るのは、太陽の光が届く浅い海で、面積で
は海洋全体に１％程度。そこに吸収されたカーボンの約８

へ搬入するカーボンを削減する。また地元の海でワカメ養

割が蓄積されている。全体からすればごくわずかの印象だ

殖することでカーボン吸収源が増え、カーボンの削減量も
増えていく。またこうした地元の海で海藻類を増やす資金

が、ブルーカーボンは貯蔵スピードが速い。単位面積では、
たとえば海藻の

として、海にまつわるイベント開催時の協力金、あるいは

生息する一帯で

地元産の海産物を食べてもらうことで、資金を漁業関係者

は、熱帯林のお

や保護団体に回す仕組みができている。また企業がカーボ

よ そ25倍 を 貯

ンオフセットした量を証明するクレジットにブルーカーボ

蔵する。ブルー

ンも加えた独自のカーボン・クレジット制度も導入し、そ

カーボンにはマ
ングローブも入
るが、
マングロー
ブ林では熱帯林
の40倍以上も蓄
積できるとの研究結果もある。ただ全体の面積が小さいた
め、面積の掛け算になると熱帯林や温帯林とほぼ近い炭素
蓄積量になってくる。
ただこの有力なブルーカーボンを溜め込む生態系は、森
林と同様に年２％が消失しているという。そのための保護
対策や整備が求められている。

横浜市や福岡市が独自の

ブルーカーボン制度

すでに自治体のなかにはこのブルーカーボンを制度とし
て取り組んでいるところもある。神奈川県横浜市は2014
年から「横浜ブルーカーボン」の名称で取り組みを始めて
いる。横浜ブルーカーボンでは、まず地元漁協と連携し、
地元産のワカメなどを地産地消するしくみをつくり、市内

横浜ブルーカーボン
（横浜市HPより）
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アップルやP&G、グッチも巨額を投じて

の活用を促進している。

マングローブ林の保護再生に

また福岡県の福岡市でも「福岡市博多湾ブルーカーボン・
オフセット制度」を2020年に導入している。

こうした行政主体のブルーカーボン制度だけでなく、海
外では民間企業が積極的にブルーカーボン制度の導入や、
その生態系保全に取り組んでいる。その代表がアップルだ。
アップルは2018年に環境保護団体と共同でマングローブ
再生プロジェクトを開始、マングローブの保全・再生を通
じて、100万トンのCO2削減を図る。
ほかにも世界的ヘルスケアメーカーのP&Gが2020年か
らフィリピンのマングローブ林約450平方キロの再生を図
る。また今年に入ってからは、
高級アパレルブランドのグッ
チが中米ホンジュラスのマングローブ林の保全・再生を開
始している。
一方世界有数の海岸線を持つオーストラリアでは、政府
がブルーカーボンファンドを設立。国内はもとより海外の
マングローブ林の保全・再生のために資金を投じる。
四方を海に囲まれた海洋国家である日本にとっては、ブ
ルーカーボンを活用することは、カーボンニュートラルの
実現の新たなドライバーとなる。のみならずブルーカーボ
ンの取り組みは、いわゆる生態系保全やそれに伴う教育効
果、漁業資源の確保、災害対策など、その効果がさまざま
な分野に及ぶ。一石二鳥どころか四鳥も五鳥も狙える。ま

福岡市博多湾ブルーカーボンオフセット案内
（福岡市HPより）

さに可能性のブルーオーシャンなのである。

9

